
※画像はすべてイメージです。写真提供ⓒ韓国観光公社

2日目 昼食

殿洞聖堂(チョンドンソンダン) 慶基殿（キョンギジョン）

2日目 夕食

南部市場 ________________________

コンナムルクッパ

グラッドホテル
マッコリタウンにて

全州韓屋村 _____________

美食の都を支える全州南部市場。1905年に開設され、
現在は約800店舗が立ち並びます。中でも、ここには
全州の名物料理「コンナムルクッパ（大豆もやしのスー
プ）」に使う大量のもやしと、通をも黙らせる滋味深い 
コンナムルクッパの店があり、本物の味を楽しめます。

『食は全州にあり！』ビビンパ発祥の地として知ら 
れる全州は、韓国随一の食の名所！実はビビンパ 
だけじゃない、一度食べるとだしの味が忘れられ 
なくなるコンナムルクッパ（大豆もやしのスープ） 
が絶品！一緒に出てくる半熟卵を絡めてピリ辛の 
風味を少しまろやかにしてお召し上がり下さい。

韓国の伝統家屋「韓屋（ハンヤ）」が約700棟密集し、 
情緒溢れる街並みを散策することができます。韓国 
の伝統衣装「韓服」を着て、殿洞聖堂（チョンドンソン 
ダン）や慶基殿（キョンギジョン）を観光します。

韓国で最も美しい建物だと 
言われ、韓国最初の殉教者を 
称えるために造られた聖堂。

韓国の歴史を知ることので 
きるスポット。ドラマのロケ 
地としても有名です。

全州のマッコリタウンで是非とも味わいたい 
「全州式おつまみ」。マッコリを頼むと次から次へ
と魚介類や野菜、チヂミ、スープ等が運ばれてき
て気がつけばテーブルにぎっしり！その珍しさと 
面白さから、日本でも複数のメディアが紹介して
います。（マッコリはお1人様約750mlとなります。）

地下鉄９号線「国会議事堂駅」4番出口よ
り徒歩1分。デザインホテルズに選ばれ
たお洒落でスタイリッシュなホテルです。
フィットネスセンター、ビジネスセンター、
レストランなど施設も充実。
全館禁煙・全館Wi-Fi無料。 
※バスタブなし、シャワーブースのみのお
部屋となります。

デラックスクラスホテル

南部市場

全州韓屋村

慶基殿殿洞聖堂 韓服／イメージ

全州式おつまみ

2020年3月13日（金）出発限定

ナンブシジャン

チョンジュハノクマウル

韓屋の街並みや史跡など記念撮影にもおすすめ！ 韓服を着て観光

お酒好きには
たまらない！

市場あるき  WALKING 

町めぐり  SIGHTSEEING 

美食の都  EATING

宿泊  HOTEL

朝鮮王朝時代の古い街並みが残る全州は、美食の都。韓国最大の湖南平野と 
西海の幸に恵まれ、食のレベルは韓国最高と称されるほど！韓国を代表する
食ビビンパ発祥の地でもあります。ソウルから一歩足を延ばしていつもより 
ちょっぴり通な韓国を楽しみましょう♪

全州（チョンジュ）ってどんなところ？
ソウル

全州

旅行代金/韓国3日間/大人お1人様<2・3名様1室>
（注）旅行代金には燃油サーチャージが含まれております。今後、航空会社の申請により燃油サーチャージの増
減又は廃止又はかからなくなった際も旅行代金の変更はございません。※福岡空港施設使用料（大人980円/
小人490円）、国際観光旅客税（1,000円）、海外空港諸税（2,670円）が別途必要です。（12/11現在目安額）

ツアーコード：FC-FSS0024-03 1人部屋追加代金：17,000円

韓屋カフェにて
コーヒー又は
ラテ1杯付！

コンナムルクッパ
（※）時間の表示はおおまかなスケジュールとなります。
交通事情等により、時間や順番が変わる場合もございますので予めご了承下さい。　

歩く度   徒歩観光がどの程度含まれているかを3段階の“歩く度数”で表します。（日程表内）
徒歩観光はできる限り連続で歩き続けることがない
よう休憩などを適宜入れて行程を組んでいますが、
歩く度3は一日の観光において、ほぼ徒歩観光とな
ります。なお、各自散策の時間は除きます。

…�1日の徒歩観光時間が2時間未満歩く度❶
…�1日の徒歩観光時間が2時間～3時間30分未満歩く度❷
…�1日の徒歩観光時間が3時間30分以上歩く度❸

ー美食の都ー全州の旅 韓国3日間 ※掲載の時間は目安です。

3/13
㊎

［LJ262］北九州発（14:40予定）  ソウル着（16:10予定）

到着後、現地係員とともに免税店に立ち寄ります。
その後、カルビ焼肉の夕食　夕食後ホテルへ。
 歩く度❶  夕＜ソウル泊＞

3/14
㊏

8:00
12:00

13:15

15:30
17:00
21:00

朝食はホテルレストランにてお召しあがりください。
現地係員と共に全州（チョンジュ）へ。（注7）
全州を代表する在来市場、南部市場散策
コンナムルクッパの昼食をお楽しみください。
全州韓屋村散策
韓服に着替えて、殿洞聖堂、慶基殿などの観光へご案内
韓屋カフェにてコーヒー又はラテ1杯付！
全州マッコリタウンで夕食をお楽しみください。
全州からソウルへ
ソウル到着後、ホテルへ。 歩く度❷  朝 昼 夕＜ソウル泊＞

3/15
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係員と共に空港へ。

［LJ261］ソウル発（10：25予定）  北九州着（11：55予定）
着後、解散となります。

パンフレット有効期限
2020.01.03〜2020.02.02

北九州発 3月13日（金）出発
2020年

北九州発ソウル②-1

今、韓国では
韓服を着ての観光が

流行中♪

3.98万円
ソウル・全州3

日間

　　　　人気ナビゲーター
立山律子さんと行く

●利用航空会社：ジンエアー　●利用ホテル：グラッドホテル　●食事：朝1昼1夕1　●最少催行人員：10名　●添乗員：なし、現地係員　※燃油サーチャージは含まれております。航空
会社の申請により燃油サーチャージの増減又は廃止があった場合も旅行代金に変更はございません。また、為替レートの変動による過不足についても旅行代金に変更はございません。 
※海外空港諸税が約2,670円（お一人様）別途必要です。　※パスポートの有効期限は入国時3ヶ月以上必要です。※フライトスケジュール・パスポートの有効期限は2019年12月11
日現在のもので、予告なしに変更になる可能性があります。事前確認が必要です。　※送迎・観光の放棄はできません。　※延泊不可　※子供代金（2歳以上12歳未満）：［ベッド・食事な
し］大人と同額 ［ベッド・食事あり］大人と同額　※幼児代金：8,000円　※空港〜ホテル間の送迎プラン・観光は他のお客様と一緒になり、空港・ホテルでお待ち頂く場合がございます。　 
※ホテルチェックインの際に、デポジットが必要になる可能性がございます。　※ご予約は1件につき9名様まで、またお1人様（1グループ）につき1店舗のみとさせて頂きます。複数店舗へ
のご予約はご遠慮下さい。※適用期間内でも満席になり次第、販売終了となります。また適用期間終了後も継続して販売することがあります。予めご了承ください。

CROSS FMで喋って四半世紀!アダルトなボイスと雰
囲気、本音ト－クが人気。メッセージを通してのリスナー
とのやりとりは痛快!涙もろく情に厚い面も魅力の一つ。
担当番組： 『DAY＋』毎週月～金/15：00～18：00  

CROSS FMナビゲーター 立山律子

客室一例



総合旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取り扱う取引に関する責任者です。
この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、総合旅行業務取扱管理者にお問い合わせ下さい。

［受託販売］お申し込み・お問い合わせは……

　1.お申し込みの前に　
（1）お申し込みの前に、必ず別紙の「旅行条件書全文」をお読み下さい。
（2）この旅行は、株式会社エイチ・アイ・エス（東京都新宿区西新宿6-8-1、観光庁長官登録旅行業第724号　

以下「当社」といいます）が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受
けることができる運送又は宿泊のサービスの内容、並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定め
た旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募
集型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます）を締結することになります。

（3）旅行契約の内容・条件は、募集型企画旅行の募集広告・パンフレット（以下「募集広告等」といいます）旅行条
件書、ご出発前にお渡しする確定書面（以下「最終旅行日程表」といいます）及び当社旅行業約款の募集型
企画旅行契約の部（以下「当社約款」といいます）等によります。

（4）当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関その他の旅行に関するサービス（以下「旅行
サービス」といいます）の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。

　2.旅行のお申し込み　
（1）当社又は当社受託営業所（以下「当社ら」といいます）にて当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のう

え、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときにその一
部として取り扱います。

※ただし、特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります。ローンをご利用の
場合は異なることがあります。

※次の場合には、旅行代金の20％を超える金額を申込金として収受することがあります。①当社が取引条件説明
書面で申込金の使途を表示する場合、②お客様がクレジットカード支払いを選択した場合、③その他お客様が
希望した場合

（2）当社らは電話、郵便及びファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の申し込みを受付
けることがあります。この場合、契約は申し込みの時点では成立しておらず、当社らが契約の締結を承諾し
た旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、申込書の提出と申込金のお支払いをしていただきます。
この期間内に申込金のお支払いがなされない場合、当社らはお申し込みがなかったものとして取り扱いす
る場合がございます。（ご出発まで一定以上の日数がない場合、お電話でのお申し込みをお断りさせていた
だくことがあります）。

　3.契約の成立　
（1）第2項（1）および（2）の電話によるお申込みの場合、旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金の受理

をしたときに成立いたします。
（2）第2項（2）の郵便およびファクシミリその他の通信手段によるお申込みの場合、旅行契約は申込金のお支

払い後、当社がお客様との旅行契約の締結を承諾する通知を出したときに成立いたします。

　4.旅行代金に含まれるもの　
（1）旅行日程に明示した航空機、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金（燃油サーチャージは含みません。パン

フレット等で総額表示として旅行代金に燃油サーチャージを含んで表示した場合を除く。）また、パンフレッ
ト内でファーストクラス席、ビジネスクラス席と明示されていない場合は、エコノミークラス、鉄道は普通車
を利用します。

（2）旅行日程に含まれる送迎バス等の料金（空港・駅・港と宿泊場所、旅行日程にお客様負担と表記してある場合
を除きます）

（3）旅行日程に明示した観光の料金（バス等料金・ガイド料金・入場料等）
（4）旅行日程に明示した宿泊料金及びサービス料金（パンフレット等に特に別途の記載がない限り2人部屋に2

人ずつの宿泊を基準とします）
（5）旅行日程に明示した食事の料金（機内食は除外）及び税・サービス料金
（6）添乗員同行コースの添乗員の同行費用
※上記諸費用は、お客様の都合により一部利用されなくても払い戻しいたしません。

　5.旅行代金に含まれないもの　
第4項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。
（1）超過手荷物料金（各運送機関で定めた重量・容量・個数を超える分）
（2）クリーニング代、電報電話代、チップ、その他追加飲料等個人的諸経費及びそれに伴う税・サービス料
（3）傷害、疾病に関する医療費
（4）渡航手続関係諸費用（旅券印紙代・証紙料金・査証料・予防接種料金・渡航手続代行に対する旅行業務取扱料金等）
（5）日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費及び旅行開始日の前日、旅行終了日当

日等の宿泊費
（6）手荷物の運搬料金
　 お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金（お1人様20kg以内が原則となっておりますが、ご利用等級や
方面によって異なりますので詳しくは担当者におたずね下さい）。手荷物の運送は当該運送機関が行い、当
社が運送機関に委託手続きを代行するものです。

(7）日本国内の空港施設使用料、旅行日程中の各国空港税・出入国税などの空港諸税
（8）オプショナルツアー（別途料金の小旅行）の料金
（9）その他パンフレット等内で「○○料金」と称するもの
（10）運送機関の課す付加運賃・料金（燃油サーチャージ）
（11）宿泊機関が課す諸税

～ご旅行条件書〈抜粋〉～ お申込みの前に、必ず別紙の「旅行条件書全文」と「お申し込みの前に必ずお読み下さい」をご一読下さい。

　6.旅行の取消し（旅行契約の解除）　
お客様は下記の「取消料」を支払うことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。
（但し、契約解除のお申し出は、お申し込み営業所の営業時間内でお受けいたします。）

　7.その他　
（1）当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
（2）使用航空座席は、特に明示しない場合は原則としてエコノミークラスを使用します。
（3）特別な手配をご希望の方は必ずお申し込み時に担当者へお申し出ください。（一部有料。歩行に自

信がない、病気による食事制限があるなど）

　8.事情変更によるツアーの内容の変更　
このご旅行条件は2017年5月を基準としておりますので、航空会社及び各種交通機関等のスケ
ジュール改訂その他の事由により変更される場合もあります。また旅行代金についてはパンフレットま
たは添付の旅行代金一覧表に記載されている期日を基準としておりますので航空運賃の運賃改訂に
より変更される場合もあります。

　9.当社の責任　
当社は当社又は当社の手配代行者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは損害を賠償し
ます。詳しくは別紙の「旅行条件書全文」でお確かめ下さい。

　10.旅程保証　
当社は別途定める契約内容の重大な変更が生じた場合は旅行代金に一定の率を乗じた変更補償金を
支払います。詳しくは別紙の「旅行条件書全文」でお確かめ下さい。

　11.免責事項　
お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は、当社は賠償責任は負いません。○天変地異、気
象状況、暴動、又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行中止。○運送、宿泊機関の事故
もしくは火災、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行中止。○官公署の命令、又は伝
染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難。○運送機関の遅延、不通、又はこれらによって生じ
る旅行日程の変更もしくは目的地・滞在時間の短縮○その他、当社の関与し得ない事由。

　12.お客様の確認事項　
（1）現在お持ちのパスポートが今回の旅行に有効かどうか、渡航先のビザの要否などをご確認のうえ、

ご自身の責任においてご旅行に必要なパスポート、ビザをご用意ください。
（2）渡航先の「海外危険情報」「海外感染症情報」のご確認をお願いします。また旅行期間中、緊急事態

発生など安全に関わる情報をメール等で受け取れる外務省のシステム「たびレジ」への登録をおす
すめします。

　  海外安全ホームページ　http://www.pubanzen.mofa.go.jp/
　  感染症情報ホームページ　http://www.forth.go.jp/　
　  たびレジ　https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

旅行契約の取消日
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

特定日に
開始する旅行（注１）

特定日以外に
開始する旅行

40日前以降～31日前以前 旅行代金の10％ 無料
30日前以降～3日前以前 旅行代金の20％

2日前（前々日）～当日の旅行開始前 旅行代金の50％
旅行開始後または無連絡不参加（注２） 旅行代金の100％

（注１）特定日：4/27～5/6、7/20～8/31、12/20～1/7、（注２）本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別
補償規定第二条三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。

○貸切航空機（チャーター便）利用等の取消料
旅行契約の取消日

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 取消料

60日前以降～31日前以前 旅行代金の20％
30日前以降～21日前以前 旅行代金の50％
20日前以降～4日前以前 旅行代金の80％

3日前以降 旅行代金の100％

●海外旅行損害保険加入のすすめ
この旅行には万一に備えて旅行業法上の責任で考えられる平均的な海外旅行損害保険をかけてお
りますが、ご旅行をより安心できるものとするため、お客様ご自身で十分な旅行保険（損害、疾病、盗
難）に加入されることをお勧めします。詳細はお申込窓口にてご相談ください。

弊社のサービス・対応に関しましてお気付きの点、ご意見等ございましたら
下記、お客様相談室までご連絡下さい。
（株）エイチ・アイ・エス　九州事業部　お客様相談室 
TEL.092-735-5577（平日 10：00～18：30）
※土日祝はお休みとさせて頂きます。

観光庁長官登録旅行業第724号　
http://www.his-j.com/fuk

〒810-0001　福岡市中央区天神1-14-4　天神平和ビル8階

旅行企画・実施

旅行代金
（おひとり）

申込金（おひとり）
出発日の前日から起算して

さかのぼって60日目にあたる日まで
出発日の前日から起算して
さかのぼって61日目以前（※）

50万円以上 10万円以上旅行代金まで 10万円以上旅行代金の20％以内
30万円以上50万円未満 5万円以上旅行代金まで 5万円以上旅行代金の20％以内
15万円以上30万円未満 3万円以上旅行代金まで 3万円以上旅行代金の20％以内
10万円以上15万円未満 2万円以上旅行代金まで 2万円以上旅行代金の20％以内

10万円未満 旅行代金の20％以上旅行代金まで 旅行代金の20％

小 倉 本 店
☎093（533）2737

全 　 日 　 1 0：3 0 ～ 1 8：3 0

総 合 旅 行 業 務 取 扱 管 理 者 ： 海 邊 　 誠 一 郎

 日本旅行業協会正会員 観光庁長官登録旅行業第724号
営
業
時
間

〒802-0003福岡県北九州市小倉北区米町１－１－７小倉駅前奥田ビル１階


